間接部門の高度化・合理化
－企業の持続的成長に寄与する
間接部門への変革－
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

企業の持続的成長に向けて、
間接部門変革の重要性がより高まっています。
間接部門変革が求められる背景
「ビジネス環境の変化」、「労働市場の変化」、そして「テクノロジーの本格活用」といった外部環境の変化を押さえながら、「自社の間接部門の実
態・取り組み状況」を踏まえた課題解決が求められています。
内
的
要
因

企業における間接部門のよくある実態

1
事業部門やグループ会社に
いまだに間接機能が分散

2

ビジネス環境の変化

労働市場の変化
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“グローバル化”の深化
外
的
要
因

効率性にばかり着目して、
機能強化・高度化は二の次

SSC/BPO化を進めたが
効率化が進まない／コストアップ

“コスト競争力”を武器とした
新興国企業の成長

4

企業の
持続的成長のために
間接部門に求められる
チャレンジとは?

（特に日本における）
“労働力の減少”懸念
ミレニアル世代を中心とした
“多様な働き方”を求める声

テクノロジーの本格活用
企業内に蓄積された
“各種ビッグデータ”の有効活用

システム構築における
クラウド化の浸透

業務における
“RPA ※” の活用開始

間接部門が目指すべき4つの変革の方向性
間接部門変革の実現には、「変革のゴール」を定めたうえで、そのゴールに資する「間接部門の役割・責任の明確化」、「機能・組織の最適配置・
人財の有効活用」、「新時代に対応した制度・基盤構築」の検討が必要です。
そして、変革を実現するのは“ヒト”です。変革が絵に描いた餅とならないよう、「経営層の変革に対するコミットメントとミドル層の変革をやりきる実
行力」が不可欠となります。
間接部門変革に向けた問い
役割・責任の明確化

変
革
レ
バ
ー

機能・組織の再配置

現在の組織体制で、
上記の役割・責任は果たせるであろうか?

業務の高度化・合理化

業務生産性を高めるために、
RPA※といった技術活用も含め、
どのような業務体制を構築すべきか?

A

間接機能の最適配置と、
人財の有効活用・流動化対応

希少な人財をどのようなポリシーで
採用、育成、配置、処遇すべきか?

仕組み・仕掛けの整備

会社の各種制度・経営基盤は、将来の変
化を見据えたものになっているだろうか?

C

経営層のコミットメント

経営層の想いをどのように汲み取り、
どのようなコミットメントを求めていくか?

D

ミドル層の実行力

ミドル層の変革マインド醸成と、
実際のアクションに繋がる動きを
どのように加速させるか?

※RPA：Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション）の略
2

グローバル全体の牽引と、
ビジネスへのサポートを実現する
間接部門体制構築

B

ヒトの最大活用

×
変
革
主
体

グローバルおよびビジネスに対して、
どのような貢献をすべきか?

間接部門変革の方向性

新時代に対応した制度・基盤構築
（人財・働き方、経営管理、IT）

トップダウンとボトムアップ両面からの
行動変革型アプローチによる
”変革活動“の組織への埋め込み

デロイト トーマツ コンサルティングの提供価値
グローバルナレッジ（方法論・ツール・先端事例）を活用し、間接部門変革の検討を推進すると共に、従業員の行動変革を促す検討アプローチを
ご提供します。
また、RPA（Robotic Process Automation）などの先端技術を活用した業務改善や、ヒトの価値発揮に着目した人財マネジメントを行い、実行可
能な戦略の立案をご支援いたします。
【RPA等の先端技術活用】

【グローバル方法論・ツールの活用】
グローバルで確立された方法論や
ツール、先端事例を活用し、間接部門
の組織体制、および新時代に対応し
た制度・基盤に関するソリューションを
ご提案します。

RPA等を活用し、本来ヒトが果たす
べき役割・業務へシフトするための
ソリューションをご提案します。

Executable
Strategy

【人財マネジメントへの精通】

【行動変革型アプローチの提供】

人財の活用方針、事業部門や労働組
合へのコミュニケーションプラン、およ
び人財移管に必要な法的対応といっ
た、“人財”に関わる幅広いソリュー
ションをご提案します。

マネジメント層をリーダーとした体制整備と、
ミドルマネジメントが自ら考え実行する体制
を整備することで、変革が“自社事”になるよ
うご支援いたします。

デロイト トーマツ コンサルティングにおける「間接部門の高度化・合理化」の検討アプローチ
グループ全体で最適な機能配置・業務・人財活用・システムを実現するため、将来目指すあるべき姿を関係者と合意し、関係者が共通のゴールを
目指して設計・導入準備・展開を進めます。

構想

設計

導入準備

現状把握した上で、あるべき
構想に基づき新組織・体制、
各フェーズの 姿や実現方法の構想を策定し 業務を設計し、制度・システム
実施内容 関係者の合意形成を行う。
要件抽出・要件定義を行う。
PJ主体

経営層
目標設定

PJ管理
役割・責任

現状分析・
課題設定

ヒト
情報システム

運用・改善しながら、順次発生
する課題への対応し、グルー
プ全体へ展開・定着化する。

ミドル層

合意形成

コミュニケーションプラン策定

コミュニケーションプラン実施

役割・責任定義

機能・組織
業務

新業務のFit & Gapを行い、
BPRの検討をした上で展開・
定着化に向けた準備を行う。

展開・定着化

運営体制方針

体制設計

体制整備

組織再編

業務分担方針

業務設計

マニュアル整備

新業務導入・継続改善

人財活用方針

人事施策検討

従業員への説明

人事異動

設計・開発

システム導入

システム
構築方針

ルール設計

要件定義

提供サービス一覧
間接部門変革を実現するために必要となる「構想」から「展開・定着化」まで幅広くご支援を行っています。

1.

コーポレート部門／間接部門／非現業部門の再構築

7.

個別業務の業務量・工数削減および付加価値化

2.

グループ会社の再編・スリム化・機能強化

8.

オペレーション業務へのRPA導入

3.

シェアード・サービス・センター設立（SSC化）

9.

人財再配置・リソース再配分

4.

ビジネスプロセスアウトソーシング化（BPO化）

10. 人員削減・リストラクチャリング

5.

マネジメント基盤構築（BSC、KPIマネジメント）

11. 変革力を高める意識・組織風土改革

6.

財務・経理、人事・総務領域の組織最適化・業務改革

12. 働き方・ワークスタイル変革
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